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鈴⿅⻄ロータリークラブ会報
所属: 国際ロータリー第 2630 地区 鈴⿅・⻲⼭グループ;
創⽴: 1985 年 3 ⽉ 27 ⽇; RI 認証: 1985 年 6 ⽉ 3 ⽇(No. 1665);
事務所: 〒513-0802 三重県鈴⿅市飯野寺家町 816 鈴⿅商⼯会議所 3F;
電話: 059-383-7077; FAX: 059-383-8501;
E-Mail: info@rotary-suzuka-west.org; http: //www.rotary-suzuka-west.org/
例会場: 鈴⿅商⼯会議所 4F ⼤ホール; 例会⽇: ⽕曜⽇; 例会⾷事: 12: 00; 例会: 12: 30-13: 30;

第 1570 回例会 2018 年 7 ⽉ 3 ⽇(⽕)
例会場: 鈴⿅商⼯会議所 4 階⼤ホール
例会進⾏: 勇 理維⼦ SAA
開始: 12:30 終了: 13:30
点鐘: 会⻑ 加藤 稔
ソング: 君が代・奉仕の理想
ソングリーダー: 勇理維⼦ＳＡＡ

会⻑挨拶 加藤 稔 会⻑

さて今年度の鈴⿅⻄ロータリークラブの⽬標で

みなさんこんにちは。2018-2019 年度鈴⿅⻄ロ

ータリークラブの会⻑の加藤です．今⽇は、今年度 すが、会員増強と出席率の向上、親睦を重点に⾏っ
最初の例会にあたり御挨拶致します．今⽇は、沢⼭ ていきたいと思っております．年度始めは、２名減
会員増強は、
の会員の皆さんまた素敵なゲストの⽅々にご出席 の 40 名でのスタートとなりましたが、
頂きありがとうございます．ここでゲストの⽅々を 会員の皆さん全員の協⼒のもと 3 名―4 名の純増⽬
指して頑張ってまいります．

ご紹介させて頂きます．

みなさんご存知のように増強は、クラブ存続の為

追⼿⾵部屋の追⼿⾵直樹会員、関取の遠藤関、⼤

翔鶴さんの皆さんです、どうぞ宜しくお願いします．に、及びクラブ運営に於いても⾮常に重要でありま
今場所の追⼿⾵部屋の⼒⼠の皆さんの活躍を期待 す．新しく会員なられた⽅々のフォローアップにも
⼒を⼊れてまいります．

しております．

次に出席率の向上につきましては、出席委員会の
⽅々の協⼒を得ながらいかに例会への参加をして
頂けるか、検討し会員増強と、出席率の向上を⽬指
し親睦を深め楽しいロータリークラブを⽬指した
いと思います．例会は⼈⽣の道場とも⾔われており
ます．その道場に通ってもらえるような例会のプロ
グラムを充実させ例会に楽しく参加して良かった
と思われる様な例会を⽬指します．
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また、メークアップ制度も積極的に活⽤していき 3. 2018-19 年度上半期会費納⼊について
たいと思っております．平成 30 年度末には、新名

⾦額 ￥131,000

神⾼速道路の開通と、元号の改正という鈴⿅市にと

内訳: 通常会費 ￥120,000

っても⽇本にとっても明るい未来に向けてのイベ

ロータリー財団年次寄付 ￥11,000($100)

ントが控えております．

振込先

会員の皆様も、また鈴⿅⻄ロータリークラブも⾶

百五銀⾏

平⽥町駅前⽀店(普

通)206775 鈴⿅⻄ロータリークラブ

躍する年度だと思っております．本年度の加藤・森

振込期限 7 ⽉ 15 ⽇迄

年度にご協⼒を宜しくお願い致します．

4. 2018-19 年度会員必携(計画書)を配布いたし

次に、クラブ細則第 3 条第 1 節により、本⽇例

ましたのでご確認ください。なお、70 ページ

会終了後、事務局において指名委員会を開催いたし

鈴⿅⻄ローターアクトクラブ会⻑が、⾼村啓⽃

ます．指名委員会のメンバー: 直前 3 期会⻑，現会

⽒が⽥中俊輔⽒に変更になりました．

⻑・幹事，会⻑エレクト・副幹事です．

5. ガバナー事務所より、規定審議会賦課⾦(分担

また、昨⽇ 7 ⽉ 2 ⽇に⻲⼭地区の表敬訪問に森

⾦)が、今年度より$1.5⇒$1.0 に減額されると

豊幹事と共に⾏ってまいりましたのでご報告いた

の通知が届きました．

します．

幹事報告

6. 2018 年 7 ⽉のロータリー適⽤レートは、1 ド
ル 110 円です．

森 豊 幹事

7. 2017-18 年度ガバナー事務所より 6 ⽉末で事

1. 当クラブ例会変更のお知らせ
7 ⽉ 10 ⽇(⽕)夏季親睦家族例会のため、滋賀・

務所閉所の案内を頂戴しました．なお、8 ⽉末

琵琶所⽅⾯．出・⽋の返事が未だの⽅は本⽇中

まで残務整理のため直前ガバナー事務所として

にお願いします．

継続されます．
8. 2018-19 年度ガバナー事務所開設と、ホーム

7 ⽉ 17 ⽇(⽕)特別休会

ページ開設のご案内

2. 鈴⿅・⻲⼭グループ各ロータリークラブ例会変
更のお知らせ

【事務所】〒502-0817

鈴⿅ベイ RC: 7 ⽉ 12 ⽇(⽊) 会場都合の為パ

光２６９５－２岐⾩都ホテル３階

ルフェ; ７⽉ 26 ⽇(⽊) 特別休会の為

電話番号: (０５８)２１０－２６３０

⻲⼭ RC: 7 ⽉ 16 ⽇(⽉)法定休⽇のため休会

FAX: (０５８)２１０－２６３１
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E-Mail: 1819@rid2630.org
https://www.rid2630.jp/
9. 2018-19 年度地区⼤会事務所開設のご案内
【事務所】〒502-0817

本⽇の⾏事
新・旧会⻑、幹事の引継 バッジの交換

岐⾩県岐⾩市⻑良福 川岸前会⻑、柴⽥前幹事に花束贈呈

光２６９５－２ 岐⾩都ホテル３階

2018-19 年度第 2630 地区役職者委嘱状授与

電話番号: (０５８)２１０－２６３０

⽥中 通 ⻘少年奉仕部⾨ローターアクト⼩委員会

FAX: (０５８)２１０－２６３１

副委員⻑

E-Mail: 1819taikai@rid2630.org
沖 俊成 ⻘少年奉仕部⾨⻘少年育成⼩委員会委員
10. 来る 7 ⽉ 24 ⽇(⽕)は、村⼭⽵則ガバナー補佐
⼩林 充 地区職業奉仕部⾨委員会委員
の訪問例会です．例会終了後、クラブ協議会を
(⽋)伊藤義⼀ インターアクト部⾨委員会委員
引き続き開催いたしますので、理事・役員・委
委員会報告
員⻑・新会員の要請者はご予定ください．終了
は 14:40 頃の予定です。本⽇関係資料を配布し 7 ⽉度諸事お祝い 奥村隆司親睦・家族委員⻑
【会員誕⽣⽇】追⼿⾵直樹会員、柴⽥友美会員

ましたのでご確認ください．

11. ⽥中正明⽒より、タイ・ルンピニ RC へ移籍の ロータリーの友 7 ⽉号紹介
理由により当クラブ退会の申⼊れがあり、理事

岩崎 透クラブ広報委員⻑

会は 6 ⽉ 30 ⽇付けで退会を承認いたしました．

12. 受贈誌: 第 40 回インターアクト年次⼤会報告 鈴⿅⻄ RC ゴルフ取り切り戦の報告

森 豊 ゴルフ部 部会⻑

書(岐⾩サンリバーRC)
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採れましたが、気温が⾼くて、⻩⾊になる前に完熟

⽩⼦中学校おじさん先⽣講師派遣の報告

杉﨑雅代⻘少年奉仕委員⻑ してしまい出来が良くありませんが、ご賞味下さい．
出席報告

名古屋場所での皆さんの御健闘をお祈りします．

伊藤広海 出席委員⻑

正会員 40 名中名 28 名出席．出席率: 73.68%

奥村隆司: 加藤会⻑、森幹事、⼀年間よろしくお願

先週の補正出席率: 78.37% (6/19)

い致します．

先々週の補正出席率: 65.71% (6/12)

藤⽥ 充: 新しい年度の会⻑、幹事⼀年間よろしく．

ニコニコボックス報告

⽟⽥ ⾹: 追⼿⾵部屋様、本⽇はようこそお越し下

奥村隆司親睦・家族委員⻑

さいまして有難うございます．

※多額

森 連: 加藤、森豊年度の船出を祝して⼜、追⼿⾵

順不同 敬称略

※沖 俊成: ・加藤、森丸の船出を祝して・追⼿⾵ 部屋の関取の勝ちこしを祈願して．
⾐斐信⾏: 加藤会⻑、森幹事のご健闘をお祈りしま
の皆様ようこそお越しくださいました．

稔: 鈴⿅⻄ロータリークラブのロータリ す．
アンの皆さん今年度の加藤、森年度にご協⼒よろし 岩崎 透: 加藤、森丸、出航おめでとうございます．
※加藤

⼩林 充: 新年度加藤会⻑、森幹事⼀年間頑張って

くお願いします．

※柴⽥友美: ①前年度は御世話になりました．加藤 下さい．追⼿⾵部屋親⽅、遠藤、⼤翔鶴、例会によ
会⻑、森年度、今年度のテーマバッジをありがとう うこそ︕︕
ございます．⼀年よろしくお願いします．②追⼿⾵
部屋の皆さん「ようこそ︕」⼀年ぶりですネ︕③岸
本さんバナナありがとう︕
※⼤泉源之: 追⼿⾵⼀⾏をお迎えして．名古屋場所
の活躍を期待します．
※河⽥勝正: 加藤会⻑、森豊幹事の今年度の前途を
祝して．
森

豊: 今⽇から新年度で幹事という重い任務で

すが、皆様のご協⼒をお願い致します．

川岸光男: 本⽇は追⼿⾵親⽅、遠藤関、⼤翔鶴様ご
出席ありがとう．
岸本春雄: 加藤・森年度おめでとうございます．追
⼿⾵の皆さん 1 年ぶりです．今年も⽟ネギとじゃが
芋を作って持ってきました．少しでもパワーの⼀部
になれたらと思っています．頑張ってください．本
⽇にあわせるかのように私が作っているバナナが
4
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世古⼝弘⼦: 加藤会⻑、森幹事様、⼀年御世話にな 植⽥幸嗣: 加藤会⻑、森幹事のスタートを祝って．
ります．今⽇は追⼿⾵親⽅、遠藤関、⼤翔鶴、よう ⼜、追⼿⾵部屋の皆様を歓迎します．
こそお越し下さいました．

本⽇のプログラム

野間芳実: 加藤会⻑、森幹事の船出を祝して．

「追⼿⾵部屋の⽅々をお迎えして」

桃井⼒⽣: 加藤丸の船出だ．ガンバレ︕

森喜代造: 新会⻑及び役員の皆さん、⼀年間よろし ＊追⼿⾵直樹会員

＊相撲甚句

くお願いします．
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頂きました．今⽇は、ゆっくり楽しんで下さい．

第 1571 回例会 2018 年 7 ⽉ 10 ⽇(⽕)

先週、⻄⽇本の⽅では⼤変な豪⾬で、たくさんの

例会場: 琵琶湖⽇帰り旅⾏バス⾞内
例会進⾏: 勇 理維⼦ SAA

被害も出ていると聞いております．被災された⽅や

点鐘:会⻑ 加藤 稔

⼜、地域の⽅にはお⾒舞いを申し上げたいと思いま

ソング: 我らの⽣業

す．親睦家族旅⾏は、最⾼の天気に恵まれました．

ソングリーダー: 勇理維⼦ＳＡＡ

参加の会員の皆さん家族の皆さん今⽇⼀⽇ゆっく

会⻑挨拶 加藤 稔 会⻑

り楽しんで頂きたいと思います．どうぞ、みなさん

皆さんおはようございます．今⽇は、ロータリー 宜しくお願いします．
親睦家族旅⾏にご参加いただきありがとうござい 幹事報告

森 豊 幹事

ます．今年度最初の親睦旅⾏となり、滋賀県⼤ 津 1. 当クラブ例会変更のお知らせ
7 ⽉ 17 ⽇（⽕）特別休会

のミシガンクルーズとびわ湖バレイに親睦委員会

の奥村親睦委員⻑に企画して頂きありがとうござ 2. 伊藤義⼀会員が、5 ⽉末より鈴⿅中央病院に⼊
院されており、加藤会⻑とお⾒舞いに⾏ってま

いました．
また、今⽇は家族の皆様にもご参加頂きました．

いりました。
3. 受贈誌︓2018-19 年度事業計画書（鈴⿅ RC、

ここで、家族の皆様をご紹介させて頂きます．

鈴⿅シティ RC、津北、松阪東 RC）

岩崎会員の奥様千津代さん、桃井会員の奥様澄⼦
さん、森連会員の奥様登代⼦さん ようこそご参加
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出席報告

伊藤 広海 出席委員⻑

森 連︓今⽇は御世話になります．

正会員 40 名中名 16 名出席．出席率︓44.44%

野間芳実︓今⽇⼀⽇楽しませて頂きます．

先週の補正出席率︓81.57%

藤野恵⼦︓親睦さん今⽇はよろしくお願いいたしま

先々週の補正出席率︓78.37%

す．暑くなりそうですね．熱中症にならないよう⽔

ニコニコボックス報告 奥村隆司親睦家族委員⻑

分補給しながら楽しい旅にしましょう︕

※多額 順不同 敬称略

勇理維⼦︓親睦旅⾏楽しみたいです．御世話になり

※加藤 稔︓親睦委員さん御世話ありがとうござい

ます．

ます．

世古⼝弘⼦︓琵琶湖を楽しみにしてまいりました．

※桃井⼒⽣︓⼀⽇楽しく︕︕

⼩林 充︓本⽇は楽しみたいです︕

森 豊︓今⽇は奥村委員⻑始め、皆さんに御世話に

⾐斐信⾏︓親睦の皆様、御世話になります．

あります．楽しい⼀⽇にしましょう．最後は酔っ払

奥村隆司︓参加ありがとうございます．⼀⽇よろし

いになりますがよろしくお願いします．

くお願いします．

岩崎 透︓親睦さん宜しくお願いします．

岸本春雄︓奥村さん、本⽇は腰が痛いので⽼⼈介護

岩崎千津代︓皆様御世話になります．

よろしく．

柴⽥友美︓前例会ではお花とお誕⽣⽇祝いを頂き有
難うございます．⼜、先週⼩林充会員に御世話にな
りました．今⽇は親睦の皆さんヨロシクです︕
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本⽇のプログラム
「夏季親睦・家族例会」琵琶湖⽇帰り旅⾏
琵琶湖観光記 岩崎 透 会員
7 ⽉ 10 ⽇⽕曜⽇、鈴⿅⻄ RC 親睦委員会主催の
琵琶湖遊覧家族親睦バス旅⾏は、総勢 18 名で定刻
9 時に⽂化会館前を出発した。新名神⾼速道路に⼊
ってクラブ理事会後、例会が開催された。
勇 SAA 委員⻑の司会で始まり、少し緊張気味の
加藤会⻑点鐘の⾳⾊は、⼼地よくバス内に響いた。
ニコ BOX が沢⼭⼊り、気分は盛り上がった。

⼭頂から眺める琵琶湖⼀帯は壮観で、⼤橋を囲む

乗船場には素早い皆さんの⾏動で予定より早く

霞か雲か、に浮かぶ⾵景はまさに⼀幅の絵であった。

に着いた。余裕をもって豪華観光船ミシガン丸に乗

辺りは 25℃、ひんやりとした⼼地良い透明感の

り込み特別室に案内され、皆さん満⾜そう。奥村親

ある空気で、⾚トンボがすいすい泳いでいた。

睦委員⻑がんばりました。
琵琶湖は海とも表現されたようでさすがに広い。
楽しい語らいの中に回遊、⾷事を終え、次なる⽬
的地琵琶湖バレイに向かった。ロープウェイを使い、
視界 100％の天空を⼀気に登りつめた。
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この辺りは堅⽥の⾥のようだ。堅⽥湖族の跡を改
めて訪ねたい。
奥村親睦委員⻑の⽤意周到な配慮時間設定で、全
員無事予定通り鈴⿅の地を踏むことができた。感謝。

クラブ広報委員会
会報担当︓⽥中

通

